
H30-32 

1 

 

平成 30年度 第 2回 焼津市環境審議会議事録 

 

1 開 催 日 時  平成 31年 2月 6日（水） 14：00～15：10 

2 開 催 場 所  焼津市役所 大井川庁舎 第 2委員会室 

3 公開の可否  可 

4 傍 聴 者 数  ０名 

5 次   第 

(1) 開会 

 (2) 環境部長あいさつ 

(3) 議事 

①焼津市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）取組状況について 

②平成 31年度環境関連予算案について 

③その他 

(4) 閉会 

6 出 席 者  

（委員）             （事務局）  

大橋慶士  委員         内田  環境部長 

平井一之  委員         伊藤  環境生活課長 

川村たみよ 委員         尾澤  環境政策担当係長 

大石立美  委員         鈴木  環境保全担当係長 

西林秀晃  委員         嘉茂  廃棄物対策課長 

多々良尊子 委員         多々良 廃棄物政策担当主幹 

保科洋子  委員         久保山 廃棄物対策担当主幹 

渡瀬 守   委員         渋谷  環境管理センター所長 

清水みさ代 委員 

米倉克昌  委員 

          

7 議 事 録 

(1) 開会 

(2) 環境部長あいさつ 

【内田部長】 

 皆様こんにちは。 

本日は、お忙しい中をご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

第１回の審議会では、第２次焼津市環境基本計画後期計画の、昨年度の取組結果及び本年度の取組計画

につきまして、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

さて、本日の審議会は、焼津市役所の中で取り組んでおります、地球温暖化防止実行計画（事務事業

編）の取組状況についてと、これは、まだ、来年度に向けて環境部より財政当局に予算要求している段

階のものですが、環境に関連する平成 31 年度事業予算案について説明し、皆様からの御意見をいただ

きたいと考えておりますので、どうぞ活発なご審議をお願いいたします。 

簡単ではございますが、第２回審議会の挨拶とさせていただきます。 

(3) 議事 
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【大橋会長】 

みなさんこんにちは。先ほどは、やっと恵みの雨が降りました。近頃は周期的に雨が降り、徐々に春

に近づいていると感じます。昨年、環境基本計画の策定時に、最後の頃になってＳＤＧｓの文言を計画

に盛り込みましたが、入れておいて良かったと思っています。先日、日本教育行政学会という会議が静

岡大学で開催され、川根本町の教育について、管理主事が発表しました。静岡大学で取り組んでいるの

はＥＳＤ（持続可能な教育）で、今後のまちづくりについて、工夫を凝らしながら、それぞれの自治体

でできる持続可能な教育というものを考えるということです。その他、静岡市の田辺市長が静岡市は地

方創生に向けたＳＤＧｓを推進しているということで発表され、そのＳＤＧｓの策定に関わった北村友

人東大準教授が「ＳＤＧｓの実現に向けたＥＳＤのあり方」について報告されました。 

それからもう一つ気になっていることは、政府が、科学技術基本計画において日本が目指すべき未来

社会として提唱した Society5.0 についてです。Society 1.0 が狩猟社会、Society 2.0 が農耕社会、

Society3.0が工業社会、Society 4.0が情報社会、そして、次に政府が計画しているのが、Society 5.0、

サイバー空間とフィジカル空間（現実空間）を融合させた社会だということです。サイバー空間とフィ

ジカル空間（現実空間）が融合するというのが、夢ではないと感じたのは、イギリスで開発されたコン

ピューターの基盤が、たばこサイズで、その中に、普段私たちの扱っているパソコンと同じ水準の機能

が搭載されているというのです。こういった科学技術により、地球温暖化の問題も解決につながってい

って欲しいと思います。 

それでは、只今より第２回環境審議会の議事に入ります。会議終了時刻は３時５分頃を予定しており

ます。皆様のご協力をお願いいたします。 

それでは、議事（１）焼津市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）第５期計画の取組状況につ

いてについて、事務局から説明をお願いします。 

【尾澤係長】 

 それでは、議事（１）焼津市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）の取組状況について、ご説

明いたします。 

焼津市役所では、平成 13 年７月に環境にやさしい地球温暖化防止実行計画を策定しまして、それ以

降、市役所から排出される温室効果ガスを削減する取り組みを率先して行ってきました。現在は、平成

29年３月に策定した、焼津市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）第 5期計画を推進していると

ころです。 

環境基本計画が、市民、事業者、市のそれぞれが担うべき役割を明らかにし、相互に協働しながら積

極的な取組を進めることを目的としているのに対し、この事務事業編は、市役所の事務事業によって排

出される温室効果ガスについての削減目標や取組内容などを示すものとなります。本日の資料として、

事前に郵送いたしました資料に、こちらの実行計画事務事業編第５期計画についても同封させていただ

きました。 

 それでは、資料１の１ページをご覧ください。計画の概要でございますが、位置づけとしては、焼津

市環境基本条例第７条に基づき定めた「環境基本計画」に基づき、地球温暖化対策について、焼津市役

所の率先的な行動を示すものになります。また、平成 30 年 3 月に策定しております第６次焼津市総合

計画を環境面から実現する計画となっております。計画期間は平成 29年度（2017年度）から 2020年度

までの４年間となっております。市役所新庁舎の開庁が 2021 年度の予定となっていることから、開庁

後は、現在いろいろな庁舎に分散している組織の移動によって各施設のエネルギー使用量の大幅な変化

が予測されるため、次の計画期間を 2021年度からとし、第５期計画は 2020年度までとなっています。 

 次に目標ですが、国の計画に合わせ、2030年度までに温室効果ガス排出量を 2013年度比で 26％削減
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することを中期目標としています。 

それでは目標達成に対する進捗状況を報告いたします。円グラフは、市の事務事業から排出されるＣ

Ｏ２の部門ごとの構成比を表しています。部門は次のページ３ページの一覧表を見るとわかります。特

に多いのは、子育て・小中学校部門と、上下水道などの事業系部門、病院です。今の３部門で市役所全

体の６５％を占めるので、これらの施設の増減が、全体に大きく影響してきます。２ページ上の温室効

果ガス排出状況については、平成 29年度末の実績となります。2030年度末までに 26％削減するために

は、平成 29年度末の目標は６パーセント削減としていますが、２ページの表にありますように、2.2％

の削減にとどまりました。３ページの表は部門ごとに削減量を表したものです。ＣＯ２の増減量が大き

かった施設は、表の一番右の欄に矢印で示しています。特に増えてしまっていた施設は、保育園、小学

校、給食センターと、いずれも、子どもに関する施設でした。逆に削減がたくさんできた部門としては、

上下配水場、文化会館、図書館、スポーツ施設になります。 

３ページの下に書かせていただきましたように、保育園、小学校については、エアコン使用による電

気使用量の増加が二酸化炭素排出量の増加の原因となっています。学校給食センターについては、暑さ

によるスポットクーラーの使用の増加により、電気量が増加したことに加え、学校給食の献立の影響で

ガス使用が増えているため、ガス使用量が増加したことが原因となります。マイナスとなっている施設

については、５ぺージ以降の省エネの取組の状況の部分で要因について説明します。 

次に、４ページの施設ごとの二酸化炭素排出状況増減率のグラフをご覧ください。29年度の削減目標

は赤い水平の線の 6.0%ですが、目標を達成できた施設は限られてしまっています。 

次に５ページをご覧ください。第５期計画では、「購入・導入時の取組」のうち、「エネルギー消費

効率の高い空調機設備への更新」「デマンド制御の導入」「ＬＥＤ照明への更新」「太陽光発電、太陽

熱利用の導入」「低公害車の導入」「グリーン購入の推進」を重点取組項目としていますので、これら

について、取組の進捗状況を報告します。 

まずは、（１）の各施設での「省エネ機器等の導入取組状況」です。別紙１の「省エネ機器等の導入

取組状況」をご覧ください。この表の三行目に並んでいる言葉は、実行計画の中の「Ｐ10(1) 物品等購

入、設備・機器等の導入、更新にあたっての取組」の中の「ウ 設備・機器の導入、更新に関する取組」

にある取組項目になっています。これらの項目についての各施設での導入状況が、その表内のセルに表

されています。例えば、汐入下水処理場が 42番目のところにありますが、こちらは、平成 29年度にエ

ネルギー消費効率の高い空調設備への更新や、全熱交換機の導入ＬＥＤ照明灯への切り替え等を行って

います。また、上から２行目のところの項目が並んでいるうちの、受変電というところの「デマンド制

御装置の導入」のところを見ていただくと、平成 23 年から多くの施設で行われていることがわかりま

す。設備導入の取組は、施設によって導入状況にばらつきはありますが、設備の更新時に、省エネ機器

が導入され、少しずつ省エネ化が進んでいます。 

次に（２）公共施設への太陽光発電設備の導入状況です。別紙２をご覧ください。平成 16 年度から

国などの補助事業を活用し、導入を進めています。10施設で最大出力が 100キロワットに満たず、公共

施設への太陽光設置は、進んでいるとは言えません。 

次に（３）公用車への低公害車の導入状況についてですが、新規購入の公用車については、すべて低

公害車を購入しているため、着実に低公害車が増えています。29年度末には公用車 240台中 177台が低

公害車となっています。 

次に（４）グリーン購入の推進状況です。市の事務事業で使用する文具やトイレットペーパー、コピ

ー用紙は、なるべくグリーン購入の物品を選ぶように、職員には呼びかけていますが、やはり、文具で

は、グリーン購入対象商品に目的の商品がなかったりして、購入率は 78.6％にとどまっています。 
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(５)「エネルギー消費効率の高い空調設備への更新」「LED照明への更新」の主な取り組みについて、

資料に従い、説明します。 

 ①防犯灯ＬＥＤ化事業です。平成 25 年から 26 年度において、市内に設置されている蛍光管防犯灯

10,331基をＬＥＤ照明に転換しました。また、その後は、新規に設置する防犯灯はすべてＬＥＤ照明に

することで環境負荷の低減に努めています。これにより、ＣＯ２排出量を 63％削減でき、長寿命化によ

りランニングコストの削減も見込まれます。 

次に、６ページをご覧ください。②道路照明灯のＬＥＤ化の取組についてです。平成 30 年度に市が

管理する道路照明灯約 1750灯について、取替工事や維持管理等を含む 10年間のリース方式により、環

境負荷の高い水銀灯やナトリウム灯から、ＬＥＤ照明灯に取り換えています。６ページの上の図にあり

ますように、これにより、二酸化炭素排出量は年間で約 70％削減できると見込まれます。また、電気量

や維持管理費についても約 15％抑えることができるということです。 

次に③津波避難施設に設置したソーラーシステム蓄電式ＬＥＤ照明についてです。これは、平成 24

〜25年度に、津波避難タワー21施設、平成 27〜29年度に高台広場 4箇所にソーラーシステム蓄電式Ｌ

ＥＤ照明を設置しました。 

その他、高台広場の階段部分には暗くても段差が分かるように「蓄光材」を設置しています。これは、

昼間の太陽光で光が蓄えられて、24時間は光が保てるものだということです。 

次は④シーガルドームの地中熱利用空調システムの導入についてです。 

シーガルドームは竣工以来 26 年経過し、老朽化した設備と建物の一部改修のために、改修工事を施工

しました。オリンピック・パラリンピックのモンゴル国レスリングが事前合宿で使用することも合わせ

て、焼津市の更なるスポーツ推進のために、安心安全に利用できる施設として、また焼津市への交流人

口増加のための拠点施設として、平成 29年 12月に完成しました。その際、「地下水を利用した地中熱

交換システム」と「省エネヒートポンプシステム」を併用した空調システムを導入しました。資料の写

真の青い部分がラジエーターと言って、ここにポンプでくみ上げられた地下水が流れています。私も実

際にまだ暑い日で空調が稼働しているときに行ってみたのですが、ラジエーターのそばは、風がないの

にひんやりとしていました。風を発生させないタイプの放射式冷房設備で、卓球やバドミンドンなど風

の影響を受けやすい競技に適していて、国内でも数少ない導入施設となっているとのことです。 

地中熱利用の空調システムは、「東京スカイツリー」をはじめ、「東京国際空港」などでも導入され、

二酸化炭素排出量は空気熱源ヒートポンプの空調システムに比べ、25％削減できると見込まれます。 

７ページを見てください。 

平成 29年 12月に完成しているため、参考に平成 26年 1月〜12月と平成 30年 1月〜12月の電気使

用量の比較をグラフ化したものを掲載しました。 

平成 26 年度には、メインアリーナに空調施設がなく、メインアリーナは今回新設しているため、夏

場は電気使用量が平成 26 年よりも増加していますが、その他の期間では、低く抑えられています。猛

暑で、どうしてもヒートチラーという機械を動かさなければならない日があったため電気使用量が増え

てしまっているということでした。それでも、メインアリーナに空調設備を新設しているにもかかわら

ず、電気使用量は年間で 3.7%削減できています。 

８ページを見てください。⑤ポンプ等の動力機器の省エネ機器への更新についてです。平成 26 年度

に中新田配水場において、動力機器である配水ポンプを更新し、インバータ制御による省エネ化を行い

ました。また、六軒屋配水場の配水量の減少という要因もあり、電気使用量は平成 25年度比で 6.9％削

減できています。表の中のその他燃料は非常用発電機の為の重油であり、試験運転の回数が多かったた

め、平成 28年度の数字が多くなっています。 
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⑥「省ＣＯ２加速化・基盤整備事業」を活用した大井川庁舎、焼津文化会館、大井川文化会館の省エ

ネ化です。 

国の「省ＣＯ２加速化・基盤整備事業」を活用し、焼津市文化センター、大井川文化会館、大井川庁

舎の照明及び熱源機器の高効率化の設備改修を行い、ＬＥＤ照明と高効率空調器を設置しました。電気

使用量は、焼津市文化センターで平成 25年度比 15.8％、ガス消費量は同 19.3％の削減が図られ、大井

川庁舎では、電気使用量は、平成 25年度比 6.5％、灯油消費量は同 7.9％の削減が図られています。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【大橋会長】 

説明が終わりました。１つ事務局にお願いします。このような報告をいただく時には、できればパワ

ーポイントなどで、お示しいただければ理解しやすいかと思います。 

先ほど、シーガルドームの話が出ましたが、川根本町では、シーガルドームを参考にさせていただい

て、昨年４月に「伝統文化継承館」が完成しています。 

委員の皆さまから質問・意見はありますでしょうか。 

【西林委員】 

分析としては、エアコンを使えば電気の使用量が増えてしまうというのは、当然のことで、これから

どうなっていくのか等の分析が必要だと思います。現状を分析しながらアクションとしてどうするのか、

次につなげていくようにしないといけないと思います。エアコンを使ってはよくないと言っているよう

になってしまうのもよくないと思います。 

【内田部長】 

焼津市役所ではエコアクション２１に取り組んでいまして、各施設を管理している部門から、エネル

ギーの使用状況について、なぜ、こうなったのかというのをそれぞれ考えていただいて報告していただ

き、ＰＤＣＡを回すようにしています。今年度のような暑さは「災害と同じだ」と捉えて、小中学校に

エアコンを設置する訳ですが、設置した以上は必ず増えてしまうと思うのですが、それでも、使用量を

抑えていくように、啓発事業や環境教育を行って、地球温暖化への意識を高めていきたいと思っていま

す。来年度は特に、環境省の補助を受けてソフト的な啓発事業を行う予定となっています。少しでも環

境負荷を減らすような取り組みを行っていきたいと思います。 

【大橋会長】 

焼津市は４半期ごとに報告をもらっているということですが、川根本町では、毎月、課長会で電気使

用量やゴミの量などを前年度数値と比較しながら報告しています。 

【平井委員】 

気候変動適応法ができて、暑いのはしょうがないので、こういった気候にどう適応していくのかとい

う概念的な取組のあり方というのを強調していく流れになっています。焼津市では、保育園、小中学校

等の子育て施設等でＣＯ２排出量が増えてしまっているということでした。数値を追いかけていくこと

も大事ですが、これからの温暖化対策についての我々の生活意識のあり方を変える必要が出てきている

のかなと思います。 

【多々良委員】 

 子育て関連施設の排出量が増えてしまっているということでしたが、排出量の絶対値が施設毎に違う

ので、小中学校にエアコンを入れることで排出量が増えるということでしたけど、絶対値が大きい他の

施設の削減分で吸収できるとかいうことの計算はしていますか。 

【大橋会長】 

 小中学校等、新しくエアコンをつけるところは、ＣＯ２排出量が増えるのは当然であって、その他の
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今、もう既にエアコンが入っている旧施設をどうするのかということを考えていかなくてはならないと

いうことですね。 

【内田部長】 

市役所のＣＯ２排出量の中では病院がとても大きな排出量になっているのですが、こういった数字の

大きな施設を何かできないかという検討をし、分析しながら考えていくよう計画に盛り込んでいきたい

と思います。 

【大橋会長】 

 平井委員から適応の話がありましたが、気候変動に適応していく方法を考えて、持続可能な社会を作

っていかなくてはならないということですね。 

【西林委員】 

 シーガルドームがこういう設備を取り入れているということは非常によい取組だと思います。焼津市

が環境に対してこういう先進的な取組をしているということをもっとアピールするべきだと思います。 

 ラジエーターが壁についているということですが、体育館だと、ボールがぶつかったりすると思うの

ですが大丈夫なのですか。 

【伊藤課長】 

 直にラジエーターに当たらないようにネットが貼ってあります。空気を冷やすということで、効率の

いい空調設備になっています。空間の広いところに適していると聞いています。また、視察が非常に増

えたそうです。 

【内田部長】 

 今年度から、スポーツ課が、交流推進部という、文化交流や観光を絡めた組織に入っております。こ

の設備はバトミントンや卓球に非常に適した施設なので、もっとアピールするように伝えます。ありが

とうございます。 

【大橋会長】 

それでは、議事（２）平成 31年度環境関連予算案について、事務局から説明をお願いします。 

【尾澤係長】 

それでは、議事（２）平成 31年度環境関連予算案について、ご説明いたします。 

こちらの予算案でございますが、2 月議会に提出し、議決を経て成立するものです。まだ、こちらに

ついては、環境部から財政部に予算要求している段階の予算案になりますので、取扱いにはご注意をお

願いいたします。 

今回は、廃棄物対策課と環境生活課の事業のみをご説明させていただきます。 

では、資料２の１ページをご覧ください 

住宅用太陽光発電システム設置事業補助金につきましては、平成 21 年度から継続して実施しており

まして、昨年度までに 2,456件（12,099.9kW）に補助金を交付しています。今年度は 300件分の予算の

うち、１月末までに 242 件（1537.25kW）の申請を受け付けています。今年度受け付けているシステム

の出力は平均 6.35kW で、１件当たりの設置費用は 178 万円ほどとなっております。１件あたりの設置

費用はここ数年変わりませんが、１件あたりの太陽光パネルの出力数が大きくなってきていますので、

出力１キロワットあたりの設置費用は安くなってきています。 

また、平成 21年度から始まった固定価格買取制度が平成 31年度から順次終了することにより、電力

会社への販売単価が大幅に下がっています。今後は、住宅用太陽光発電システムを設置する家庭が、蓄

電池システムを導入することで、昼間発電した電力を夜使うことができ、化石燃料起源の電力ではなく、

太陽光発電の電力を使うことできるため、二酸化炭素排出量削減に貢献でき、再生可能エネルギーの普
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及促進につながると考え、来年度より、家庭用蓄電池にも 50,000円の補助を予定しています。 

続いて住宅用新エネルギー機器（家庭用燃料電池）設置事業補助金についてですが、家庭用燃料電池

コージェネレーションシステム（通称エネファーム）を設置する方に、平成 27 年度から補助を実施し

ています。平成 30年度は 20件の申請を受け付けています。国の補助金は平成 27年度は１件あたり 30

万円から 40 万円位でしたが、今年度の平均額は 8 万 7 千円となっています。これに対し、焼津市の補

助額は、平成 27年度当初から補助対象経費から国の補助分を引いた額の８分の１相当額で、16万円を

上限としていて、今年度の補助額は平均で 11万円でした。 

エネファームの設置金額は、年々下がっていることから、31年度は補助率を 10％とし、上限額も 12

万円とします。 

次に焼津市役所地球温暖化防止実行計画推進事業です。こちらは、先ほど、進捗状況を御報告しまし

たとおりの事業内容となります。また、市は平成 21年 10月から環境マネジメントシステム『エコアク

ション 21』に取り組んでおり、昨年７月に隔年で行われる更新審査を受審し、引き続き認証登録がされ

ました。31年度は、中間審査を受審する予定となっています。 

次に、地域再生可能エネルギー普及促進事業です。 

焼津市は、市域全体の温室効果ガス排出量については、焼津市地球温暖化防止対策実行計画（区域施

策編）で、2030年度までに、国の目標と同じ 2013年度比 26％削減、という目標を掲げています。また、

太陽光発電の導入については、2022 年度までに 7,200 件、2030 年度までに 9,600 件の設置を目標とし

ています。これらの数値目標達成のためには、市が公共施設に太陽光を設置するだけではなく、市民、

事業者の再生可能エネルギーへの理解促進を進める必要があります。この事業では、市民が利用する公

共施設に市が率先して再生可能エネルギーを利用した発電設備を導入し、それらを活用した地域振興事

業を実施することで、市民、事業者の再生可能エネルギーへの理解を促進するものです。2018 年度は、

29施設を対象として、太陽光発電設備と蓄電池を設置することができるのか、メンテナンスや廃棄まで

含めた維持管理費なども見込みながら費用対効果の計算をし、導入可能性について調査し、2020年より

順次、設備導入に入る予定であります。 

３ページをご覧ください。 

地球温暖化防止活動啓発事業、こちらも新規事業になります。まず、この事業の説明の中で頻繁に出

てくる「クールチョイス」という言葉について説明します。「クールチョイス」とは、2030年度に温室

効果ガスの排出量を 2013年度比で 26%削減するという目標達成のため、省エネ・低炭素型の製品への買

換・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていこう

という取組のことです。こちらは、政府の推進しているクールチョイスについて、イベントを通じて周

知し、地球温暖化防止の啓発を行うものです。 

本事業では、市民に次のイベントを通してクールチョイスを周知、啓発していきます。 

主なイベントとしては、グリーンカーテン写真コンテスト、「学校の授業などで行うクールチョイス

ス啓発事業」「イベントで、ブースを出展してのクールチョイス啓発事業」「クールチョイス川柳コン

テスト」などを実施する予定です。 

資料の４ページをご覧ください。 

続いて、廃棄物対策課の環境関連予算の説明をいたします。 

ごみ減量サポーター養成事業です。「ごみ減量サポーター養成事業」は今年度の新規事業です。こち

らの事業では、地域におけるごみの減量・分別を推進する人材を育成するために、広報による公募と共

に環自協にも依頼して、受講生を募りました。講座は全５回開き、10月に開催した第 2回は、講師に料

理研究家の白鳥鮎子先生をお招きし、調理実習による水切り、使い切り体験や、生ごみ処理機について
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の講義を行いました。また、11月には、リサイクル工場の施設見学ということで、富士市のマルトミ製

紙と菊川市のグリーンループを見学しました。来年度も継続して実施し、地域での燃やすゴミの減量を

図ります。 

ごみ減量講演会事業です。市民を対象とした講演会を開催し、燃やすごみの実態を知らせ、市民に身

近な問題として燃やすごみのことについて、考えてもらうことでごみの減量を図ります。今年度は 1月

26日に京都大学の浅利美鈴先生をお招きし、「食品ロスについて考えよう」ということで御講義いただ

きました。 

次に家庭用生ごみ処理機器等普及推進事業です。こちらは、平成５年度から行っていますが、平成 28

年度からの実績は資料の通りになります。黒土を利用した生ごみ処理器については、モニターとして無

償で配布をしていますが、今年度は、ごみ減量説明会などの効果により、12月までに 70基の配布がで

きています。こちらの事業についても、来年度も実施し、生ごみ処理機を普及させ、生ごみの収集量の

減少を図ります。   

５ページをご覧ください。 

古紙等資源化支援事業です。平成 28・29 年度に職員が約 300 箇所の集積所を回収した「雑がみ回収

コンテスト」を、来年度は「雑誌・雑がみ回収コンテスト」として、リニューアルして実施する予定で

す。 

平成 29 年度実施時は、市内の燃やすごみの減量を目的に、雑がみ回収コンテストを 10 月から 12 月

の３か月間にわたり開催し、その結果３か月間の雑がみ分別回収量が前年と比べ約 1.7倍に増加し、市

民の雑がみ分別意識の向上に大きな成果を出すことが出来ました。その中で、１世帯当たりの回収量に

ついて世帯数順に３つのグループに分け、各部門の優秀な成績を残した自治会に対する表彰式を開催し

ました。 

平成 31 年度については、職員の作業量を軽減するため、「雑誌・雑がみ」として、業者が回収・計

量を行う箇所を増やし、平成 29年度より３か月長い６か月間に渡り、実施する予定です。 

次はウェイクアップ紙袋事業です。これは、家庭で眠っている紙袋を提供していただき、必要として

いる人に、雑がみ袋を使ってもらうという事業です。紙袋を提供してくれた方には、10枚につき１巻の

紙ひもを交換にお渡ししました。平成 30年度には、638人から 8079枚の紙袋の提供を受け、必要とし

ている市民に 7580 枚配布しました。この事業により、雑がみを紙袋に入れれば、資源ごみとして収集

されるということがＰＲできたと思います。この事業については、更に浸透を図るため、平成 31 年度

も実施する予定です。 

次は転入者用プラマーク入りビニール袋の配布です。市外から転入してくる方に、焼津市では、容器

包装プラスチックの収集を行っていることを周知するため、転入時にプラマーク入りビニール袋を配布

しています。平成 28年度から継続して実施していて、来年度も継続して実施する予定です。 

次は環自協燃やすごみ集積所環境整備事業に対する補助です。カラスや猫による燃やすごみの集積所

のごみの飛散防止を目的に、ネットボックスや小屋の改修を行い、燃やすごみの集積所の環境整備の支

援をしている環自協に対し、補助金を交付します。平成 31 年度も全自治会を対象として実施する予定

です。 

次は海岸漂着物撤去事業です。環境美化活動として 11 月に行っているビーチクリーン大作戦で、回

収しきれない大型の漂着物の回収について、県から７／１０の補助を受けて実施する予定です。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【大橋会長】 

説明が終わりました。委員の皆さまから質問・意見はありますでしょうか。 
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【西林委員】 

地域再生可能エネルギー普及促進事業というのは、地球温暖化防止の意識を高めるためにイベントを

するということですが、それよりも、本当に環境によいことをしている人を誉めたり、それがスタンダ

ードになるような見せ方ということの方が大事だと思います。 

【大橋会長】 

 他に意見、質問等ありますでしょうか。  

（質問なし） 

それでは、以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 

進行を事務局にお返しいたします。 

【伊藤課長】 

 それでは、その他ということで事務局から連絡事項があります。 

【尾澤係長】 

皆さんの任期についてですが、平成 29 年 4 月 1 日付で委員にご就任いただいたわけですけれども、

焼津市環境基本条例第 20 条の「焼津市環境審議会」の項目において、「委員の任期は 2 年とし、」とい

うことと、「ただし再任を妨げない」ということが規定されています。 

また、「焼津市の審議会等の設置及び運営に関する指針」におきまして、「委員を再任する場合は、在

任期間が継続して 6 年または 3 任期を超えないように」ということと、「ただし、学識経験者や特別な

事情がある場合はこの限りではない」ということが規定されています。 

来月の 3月末で皆さんの 2年間の任期が満了するわけですが、これらのことを踏まえまして、事務局

から、皆さん個々にご連絡、ご相談をさせていただいているところでございますので、よろしくお願い

いたします。 

【伊藤課長】 

次に、環境に関するニュースとして新斎場と新大井川環境管理センターについてお知らせします。 

【嘉茂課長】 

 新大井川環境管理センター整備運営事業ということでお知らせします。現在、焼津市飯淵 2035 番地

に新大井川環境管理センターを建設しています。今までも、大井川環境管理センターに焼津市内のし尿

や浄化槽清掃の汚泥等を運んで処理をしておりますけれども、志太広域組合におきまして、新たに大井

川環境管理センターを整備するということで、昨年の 7 月 27 日に契約を結びまして、施工業者はクボ

タ環境サービス株式会社に決定をしております。建設期間は平成 33年 3月 31日までとなっておりまし

て、既存の環境管理センターの建物の横に紙面のような建物を建てる予定となっております。 

施設の運営期間としましては、（平成は終わりますが、平成表記となっておりまして）平成 33年 4月 1

日から平成 48年 3月 31日までの 15年間ということで運営していただくこととなっています。設計、

施工に係る事業費は約 51億円、運営費は 15年間で約 45億円となっております。施設規模については、

処理量は 1日で 210kl処理できる施設として予定しているということです。現在の施設の地盤よりも２

メートル程盛土をして、槽の部分は地上にならないようになっていまして、考えられる地震、津波に対

しては対応を取る施設となっています。 

【鈴木係長】 

 続きまして志太広域事務組合の新斎場施設整備事業ということでお知らせします。所在地は焼津市浜

当目になります。絵の建物の左側の 2/3程度が火葬場、右側の 1/3が葬祭式場になります。新しい火葬

場につきましては、昨年 2月１日から使用しています。葬祭式場につきましては、今年の 9月から使用

できるということです。葬祭式場は１階が式場、２階が払いの部屋になります。 
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(4) 閉会 

【伊藤課長】 

本日はお忙しい中をご出席いただき、貴重なご意見をありがとうございました。以上で第２回焼津市

環境審議会を閉会とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 


